
一般家庭用
コンセント
(AC100V) HOSHIKUZU DC3.5V 専用アダプター ( 別売 )

接続※接続※

HOSHIKUZU DC3.5V 専用アダプター ( 別売 ) の
プラグを一般家庭用コンセントに挿してご使用ください。

変換コネクター ( 専用アダプター付属品 )
本商品

■ ご使用方法

■ 器具のお手入れ方法

屋外使用可能使用環境

1W (レッドのみ 1.5W)

100球 / 10m

DC3.5V

消費電力

LED数

定格電圧

LED STRINGS HOSHIKUZU 取扱説明書兼商品保証書
ご使用前に必ずお読みください。本取扱説明書兼商品保証書はご購入時のレシートと合わせて大切に保管してください。

■仕様

型番カラー

LED-PL-100-HOSHI-WW

LED-PL-100-HOSHI-P

LED-PL-100-HOSHI-CD

LED-PL-100-HOSHI-B

LED-PL-100-HOSHI-W

LED-PL-100-HOSHI-R

ウォームホワイト

ピンク

キャンドル

ブルー

ホワイト

レッド

型番カラー

シアン

ウォームホワイト フラッシュ

ホワイト フラッシュ

ブルー フラッシュ

グリーン

レインボー

LED-PL-100-HOSHI-WF

LED-PL-100-HOSHI-CY

LED-PL-100-HOSHI-BF

LED-PL-100-HOSHI-WWF

LED-PL-100-HOSHI-G

LED-PL-100-HOSHI-RGB

■型番

本商品は以下のような環境で使用しないでください
・常時、振動や衝撃がある場所。
・海水がかかる場所。
・腐食性のガスが発生する場所。
・湿度の高い場所。
・有機溶剤がかかる場所。
・密閉空間や周囲温度 (40℃以上 ) が高い場所。
・幼児の手の届く場所。
・布や紙など燃えやすいものをかぶせての使用。

・金属部分の汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどいときは布を少し湿らせて拭き取ってください。
その後、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

・器具をいためますのでガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたり、金属磨き、サンドペーパー等を使用しないでください。

安全にご使用いただくために
・電源は必ず専用の DC3.5V 屋内用アダプター ( 別売 )
もしくは DC12V 電源と DC/DC ジャンクションコード
( 要お問い合わせ ) をご使用ください。

・本商品を改造、分解するなど無理な方法でのご使用は
しないでください。

・本商品に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事店に
  ご相談してください。
・電線が非常に細いため、繰り返し ( 取付け、取外し ) のご使用には
向いていません。

・電球に塗料などを塗らないでください。
・長時間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
・濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。
・金属やゴミを差し込まないでください。
・器具の隙間や配線器具部にヘアピンや針金・可燃物等を
差し込まないでください。

・器具を水洗いしないでください。
・お手入れの時は電源プラグをコンセントから抜いてください。
・点灯中及び消灯直後の電球には触らないでください。
・電源コードに手や足を引っかけないようご注意ください。
・安全に使用するために、3 ヶ月に 1 回の保守・点検を
行ってください。

ご使用になる前の注意点
・取り付ける前に必ず点灯確認を行ってください。
・本体コードを強く引っ張ったりしないでください。
断線の原因となります。

・低温時はコードが硬くなりやすく断線しやすくなります。
取り付ける際は無理な負荷がかからないようにご注意ください。

・成長する樹木に設置する際は、きつく巻かずに
若干のゆとりを持って巻くようにしてください。

・LED商品は特質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。
ご了承ください。

コネクターのオス、メス ( 図 1) の形状を合わせてピンを奥まで差し込んでください。( 写真 1)
その後、キャップをしっかりと締めてください。（写真 2)

※コネクター接続について
図 1

コネクタ
( オス )

コネクタ
( メス )

写真 1 写真 2◯( 良い例 )
奥まで差し込まれて
いる場合は隙間が
あきません。

× ( 悪い例 )
奥まで差し込まれて
いない場合は隙間が
あきます。



HOSHIKUZU DC3.5V 専用アダプター

接続接続

変換コネクター ( 専用アダプター付属品 )
LED STRINGS HOSHIKUZU

LED STRINGS HOSHIKUZU オプション品(別売)

◯ DC/DC 10 ジャンクションコード
   ( 型番 : DCDC-10WAY)
本商品が 1～10 本同時点灯可能な商品です。( 屋外使用可 )
点灯には専用の DC12V アダプターが必要となります。

◯ DC12V3A ジャンクションコード用アダプター / 屋外用
   ( 型番 : ADHK-3AOD)
DC/DC 6 もしくは 10 ジャンクションコード用の
アダプターです。( 屋外使用可 )

◯ DC12V2A ジャンクションコード用アダプター / 屋内用
   ( 型番 : ADHK-2AID)
DC/DC 6 もしくは 10 ジャンクションコード用の
アダプターです。

◯ DC/DC 6 ジャンクションコード 
   ( 型番 : DCDC-6WAY)
本商品が 1～6 本同時点灯可能な商品です。( 屋外使用可 )
※LED カラー レッドの場合は 4本以上の接続は不可。
点灯には専用の DC12V アダプターが必要となります。

一般家庭用
コンセント
(AC100V)

◯ HOSHIKUZU DC3.5V 屋内用アダプター 
   ( 型番 : ADHK-1A)
アダプター 1 台に対して本商品 1 本の点灯が可能です。

接続

DC12V2A ジャンクションコード用アダプター / 屋内用
もしくは DC12V3A ジャンクションコード用アダプター / 屋外用

DC/DC 6 ジャンクションコード
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DC12V2A ジャンクションコード用アダプター / 屋内用
もしくは DC12V3A ジャンクションコード用アダプター / 屋外用

DC/DC 10 ジャンクションコード
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■ 保証について
・この保証書は本書によって明示した期間、条件をもとにおいて
無償交換をお約束するものです。

・通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された
着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

・24 時間連続使用など、1 日 10 時間以上の長時間使用の場合は
保証期間を半分とさせていただきます。

沖縄

日本海沿岸部Ⅱ

日本海沿岸部Ⅰ

太平洋沿岸部

瀬戸内海沿岸部

図1- 飛来塩分影響地域

海岸線から20km以内
海岸線から5km以内

海岸線から1km以内
全地域

飛来塩分量が器具の腐食に影響を
与えると考えられる地域

瀬戸内海沿岸部
沖縄

太平洋沿岸部

地域区分

日本海
沿岸部

海岸線から2km以内

輸入総発売元

お買い上げ日　　　　　年　　　月　　　日 保証期間　　　　90 日間 販売店名　住所、電話番号

レシート貼付面

お名前

ご住所　　〒　　　　　－

お電話番号　　　　　（　　　　）

お
客
様
記
入
欄

保証期間中に故障が発生した場合は本取扱説明書兼保証書とご購入時のレシートを添えて販売店までご連絡ください。

・船上、海上、飛来塩分地域 ( 図 1) でのご使用。 
・本取扱説明書に準じないご使用方法での故障。
・お買い上げ後の落下、輸送、取り付け場所の移設などによる
故障および損傷。

・地震、火災、風水害、落雷などの天災地変によるもの及び
塩害、ガス害、異常電圧などによる故障および損傷。

・車両、船舶などに搭載された場合の故障および損傷。

保証期間内でも次のような場合は原則として保証対象外と
させていただきます。

ご不明な点は販売店もしくは当社までお問い合わせください。

DC12V

DC12V


